
No
＊事務局記入欄 For Office Use Only　

出展者名（または会社名）Name of Exhibitor 所属団体　Name of your company (Organization Name)
ふりがな ふりがな

住所・電話番号　Address/phone on Judging day
〒 Phone

FAX

E-mail

事務局記入欄
For Office Use
Only

いずれかに
必ず○印

Must circle one

出展数
Number

カテゴリー
番号

Category No.

備考
Remark

属名
Genus Name

交配親名
Full Paratage

個体名
Clonal Name

個体名よみがな
Japanese Name

属名
Genus Name

交配親名
Full Paratage

個体名
Clonal Name

個体名よみがな
Japanese Name

属名
Genus Name

交配親名
Full Paratage

個体名
Clonal Name

個体名よみがな
Japanese Name

属名
Genus Name

交配親名
Full Paratage

個体名
Clonal Name

個体名よみがな
Japanese Name

鉢物
Potted Flower

種名・登録名
Species or Grex Name

種名・登録名
Species or Grex Name

本用紙の記入例については、「出展のごあんない」に記載されておりますので、ご参照ください。
裏面の注意事項もお読みください。

鉢物審査・切花審査 の出展者記入用
Entry Form for Potted and Cut Flowers

出展申込用紙
Registration Form

切花
Cut Flower

鉢物
Potted Flower

鉢物
Potted Flower

切花
Cut Flower

切花
Cut Flower

種名・登録名
Species or Grex Name

鉢物
Potted Flower

種名・登録名
Species or Grex Name

切花
Cut Flower



※ 注意事項　Instructions & Important reminders 

 【インターネット検索の参考アドレス　Helpful Internet search website】

   英国園芸協会のHP　Royal Horticulture Society　：

http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/orchidregister/orchidregister.asp

4） 一部のランの属名・種名が再度変更されました。可能な方はインターネットでの検索などをご参考に、新属（種）名をご
記入ください。
Names of orchid genus and species have been changed again in June 2009. If possible, please register with the new
names of genus and species by referring to the internet resources.

2）住所、氏名、ふりがな、電話番号は必ず記入して下さい（※個人情報は本博覧会以外の目的では使用致しません）。
You must provide address, name, and phone number. (Personal information is not used other than OIOS purposes)

6）この用紙は搬入時・もしくは発送時に出展作品と一緒に提出して下さい（リストのみ先に発送しないで下さい）。
Please submit this form with your plant when you bring in or send off. (Do not send this form and plant
separately.)

7）本用紙はコピーしてお使い頂けます。その際には、住所、氏名、ふりがな、電話番号等の欄を予めご記入していただいた上
で、コピーしますと2枚目以降の記入の手間が省けます。
Please duplicate this form if one person register more than one entry. In that case, you can first fill in your
name & addresses before making photocopies, so it takes the burden off of you to fill them out again and again.

5) 各個人や団体の株のラベルは明確に記入し紛失しないようにしっかり付けて下さい。
For the individual and group entries, please fill the plant label precisely, and keep it on the plant securely in
order to avoid losing.

1）太枠の中だけをご記入下さい。Please fill in the bordered area with the bold line only.

3）審査を受ける株・切り花は属名や個体名等を分かる範囲で記入して下さい。
Please provide precise information on species name and crossed parents' names  of potted flower and cut flower
you register.


